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現代社会
（新版現代社会 実教）

高等学校改訂版
新現代社会（第一学習社）

家庭基礎
（第一学習社）

新家庭総合（実教出版)
社会福祉基礎（新学習指導要領）

指導内容
社会福祉基礎 新訂版（実教出版）現

行学習指導要領に基づく内容

豊かな生活と福祉社会
なぜ豊かさを実感できな

いのか

第２編 現代の社会と人間と
してのあり方生き方

1章 共に生きる １編 人とかかわって生きる （１）社会福祉の理念と意義

豊かな生活と福祉社会
ともに生きる社会を目指し

て

第１章 現代社会の特質と
社会生活の変化
② 少子高齢社会

2章 豊かな生涯へ
４ 高齢社会の進展と今

後の展望

４章 高齢者とかかわって
生きる

１ 高齢社会に生きる私
たちの暮らし

ア 生活と福祉

第１編 現代社会と社会福祉
第１章 現代の日本社会と福祉の視

点
第２章 私たちの一生と社会福祉
第３章 現代における社会福祉とは

日本国憲法の基本的性格
豊かに生きる権利

イ 社会福祉の理念
第２編 社会福祉の理念と意義

第１章 社会福祉の理念

日本国憲法の基本的性格
豊かに生きる権利

第７章 民主社会の倫理
① 人間の尊厳と生命の

尊重

2章 豊かな生涯へ
５ 高齢者の生活と福祉

３ 高齢者が自立するた
めに私たちができること

ウ 人間の尊厳と自立
第２編 社会福祉の理念と意義

第２章 自立生活支援と社会福祉

（２）人間関係とコミュニケーション

ア 人間関係の形成

領域【人間と社会】

イ コミュニケーションの基礎

自分らしく生きる
職業生活と社会参加

ウ 社会福祉援助活動の概要

（３）社会福祉思想の流れと福祉社会
への展望

ア 外国における社会福祉

第３編 社会福祉の歴史
第１章 ヨーロッパの社会福祉
第２章 アメリカ合衆国の社会福祉

豊かな生活と福祉社会
ともに生きる社会を目指し

て
イ 日本における社会福祉

第３章 日本の社会福祉の形成
第４章 日本の社会福祉の発展

豊かな生活と福祉社会
ともに生きる社会を目指し

て

５章 社会とかかわって生
きる

１ 支え合う暮らしとは
２ 地域で暮らす、みん

なで暮らす

ウ 地域福祉の進展
第４編 社会福祉分野の現状と課題

第５章 地域の福祉

（４）生活を支える社会保障制度

第３章 現代の経済社会と
日本経済の特質と国民生活

社会保障の役割

第３章 現代の経済社会と
私たちの生活
⑫ 社会保障と福祉社会

2章 豊かな生涯へ
５ 高齢者の生活と福祉

ア 社会保障制度の意義と役割
第２編 社会福祉の理念と意義

第３章 社会保障と社会福祉

日本経済の特質と国民生活
社会保障の役割

第３章 現代の経済社会と
私たちの生活
⑫ 社会保障と福祉社会

イ 生活支援のための公的扶助
第４編 社会福祉分野の現状と課題

第４章 公的扶助

2章 豊かな生涯へ
３ 子どもの福祉と社会

環境

ウ 児童家庭福祉と社会福祉サー
ビス

第４編 社会福祉分野の現状と課題
第１章 児童・家庭の福祉

わたしたちの生きる現代社会
少子高齢社会

2章 豊かな生涯へ
５ 高齢者の生活と福祉

４ 豊かな高齢期を迎え
るしくみ

エ 高齢者福祉と介護保険制度
第４編 社会福祉分野の現状と課題

第３章 高齢者の福祉

豊かな生活と福祉社会
ともに生きる社会を目指し

て
オ 障害者福祉と障害者自立支援

制度
第４編 社会福祉分野の現状と課題

第２章 障害者の福祉

カ 介護実践に関連する諸制度

第５編 社会福祉の担い手と福祉社会
への展望

第１章 社会福祉の人材
第２章 社会福祉の創造
第３章 ２１世紀福祉社会の展望
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社会福祉基礎（新学習指導要領）
指導内容

（１）社会福祉の理念と意義

ア 生活と福祉

イ 社会福祉の理念

ウ 人間の尊厳と自立

（２）人間関係とコミュニケーション

ア 人間関係の形成

新・介護福祉士養成講座（中央法規）
１ 人間の理解

新・介護福祉士養成講座（中央法規）
２ 社会と制度と理解

新・介護福祉士養成講座（中央法規）
３ 介護の基本Ⅰ ４介護の基本Ⅱ

新・介護福祉士養成講座（中央法規）
５ コミュニケーション技術

新・介護福祉士養成講座（中央法規）
６ 生活支援技術Ⅰ

第１章 私たちの生活と社会福祉
第１節 生活の構造
第２節 家族とは
第３節 地域社会と個人
第４節 人と社会、組織
第５節 現代におけるライフスタイル

の変化

３ 介護の基本Ⅰ
第１章 私たちの生活の理解

第１節 生活の考え方
第２節 私たちの生活

第１章 生活支援とは何か
第１節 生活を理解する視点
第２節 生活支援の基本的な考え方

第６節 生活の支援と福祉の体系

第１章 人間の尊厳と自立
第１節 人間の尊厳と自立の意義
第２節 尊厳と自立をめぐる歴史と

仕組み
第３節 人間の尊厳・自立と生活

第４章 介護のはたらきと基本的視点
第２節 尊厳を支える介護

第３章 人間関係とコミュニケーション
第１節 関係づくりのための人間の

理解
第２節 人間関係の形成

第１章 介護におけるコミュニケーショ
ンの基本

第１節 介護におけるコミュニケー
ションとは

第２節 介護におけるコミュニケー
ションの役割

領域 【介 護】領域 【人間と社会】

イ コミュニケーションの基礎

ウ 社会福祉援助活動の概要

（３）社会福祉思想の流れと福祉社会
への展望

ア 外国における社会福祉

イ 日本における社会福祉

ウ 地域福祉の進展

（４）生活を支える社会保障制度

第２節 人間関係の形成
ションの役割

第３節 介護における生活支援とコ
ミュニケーション

第３節 コミュニケーションの基礎
第４節 コミュニケーションの技法と

実際

第２章 介護における尊厳の保持・自
立支援

第１節 介護における尊厳保持と自
立支援の理論

第２節 介護における尊厳保持と自
立支援の実践

第２章 社会保障の仕組み
第１節 社会保障の基本的な考え方
第２節 日本の社会保障制度の発

ア 社会保障制度の意義と役割

イ 生活支援のための公的扶助

ウ 児童家庭福祉と社会福祉サー
ビス

エ 高齢者福祉と介護保険制度

オ 障害者福祉と障害者自立支援
制度

カ 介護実践に関連する諸制度

第２節 日本の社会保障制度の発
達

第３節 日本の社会保障制度の仕
組み

第４節 現代社会と社会保障制度

第５章 介護実践にかかわる諸制度
第４節 生活を支える諸制度のあら

まし

第３章 介護保険制度のあり方
第１節 介護保険制度創設の背景

と目的
第２節 介護保険制度の仕組み
第３節 介護保険制度にかかわる

組織とその役割
第４節 介護保険制度における専

門職の役割
第５節 介護保険制度の動向

第４章 障害者の自立支援を担う法
制度のあり方

第１節 障害者の自立とその支援
制度

第２節 障害者自立支援制度の仕
組み

第３節 障害者自立支援制度にか
かわる組織とその役割

第５章 介護実践にかかわる諸制度
第１節 人々の権利を保障する諸制

度
第２節 保健医療にかかわる諸施策
第３節 医療にかかわる法と諸施策
第５節 高齢者・障害者の住生活を

支援する諸制度

４ 介護の基本Ⅱ
第２章 介護サービスと介護福祉士の

はたらく場
第１節 介護サービスの特性
第２節 介護サービス提供の場の特

性
第３章 介護実践における連携

第１節 他職種連携
第２節 地域連携
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社会福祉基礎（新学習指導要領）
指導内容

（１）社会福祉の理念と意義

ア 生活と福祉

イ 社会福祉の理念

ウ 人間の尊厳と自立

（２）人間関係とコミュニケーション

ア 人間関係の形成

新・介護福祉士養成講座（中央法規）
９ 介護過程

新・介護福祉士養成講座（中央法規）
１０ 介護総合演習・介護実習

新・介護福祉士養成講座（中央法規）
１１ 発達と老化の理解

新・介護福祉士養成講座（中央法規）
１２ 認知症の理解

新・介護福祉士養成講座（中央法規）
１３ 障害の理解

第２章 介護過程の理解
第４節 実施

第１章 認知症の人の体験の理解
第１節 認知症の人の介護に向けて

第１章 障害の基礎的理解
第２節 障害者福祉の基本理念

第３章 障害のある人の生活の理解
Ⅱ

第５節 重傷心身障害のある人の
生活

領域 【こころとからだのしくみ】領域 【介 護】

イ コミュニケーションの基礎

ウ 社会福祉援助活動の概要

（３）社会福祉思想の流れと福祉社会
への展望

ア 外国における社会福祉

イ 日本における社会福祉

ウ 地域福祉の進展

（４）生活を支える社会保障制度

ア 社会保障制度の意義と役割

イ 生活支援のための公的扶助

ウ 児童家庭福祉と社会福祉サー
ビス

エ 高齢者福祉と介護保険制度

オ 障害者福祉と障害者自立支援
制度

カ 介護実践に関連する諸制度

第２章 認知症を取り巻く状況
第１節 認知症ケアの歴史

第４章 実習先の概要
第１節 訪問介護
第２節 通所介護
第３節 特別養護老人ホーム
第４節 介護老人保健施設
第５節 グループホーム
第６節 小規模多機能型居宅介護
第７節 軽費老人ホーム

第８章 認知症に関する制度・関係機
関など

第１節 認知症対策と介護保険制度

第１章 障害の基礎的理解
第１節 障害の概念

３ わが国における障害者の法
的定義


